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7月15日（金）オープン！7月15日（金）オープン！
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道の駅 鳥海 71-7222 8：30～18：00
9：00～18：00
9：00～17：30
9：00～17：00

☎

77-3330☎

営業時間

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
食堂・ラーメン味の駅

元祖とび魚ラーメンのお店サンセット十六羅漢

営業時間
営業時間

営業時間

ファーストフードコーナーベーカリー工房「ほっほ」

ラーメン「味の駅」

●ファーストフード、ベーカリー工房『ほっほ』 6：30～早朝営業
●特産品売場 8：00～
●食堂、ラーメン『味の駅』 9：00～

◎お盆期間営業時間のお知らせ（8/12～8/14）7/23㈯　17：00～ 夕日コンサート野外出店
7/30㈯　町民花火大会延長営業
　　　　　道の駅鳥海ふらっと（食堂、ラーメン『味の駅』～19：30、
　　　　　　　　　　　　ファーストフードコーナー～21：00）
　　　　　サンセット十六羅漢～21：00（十六羅漢まつり18：15～） 直売所を除く、全店舗18：30まで延長営業

570円（税込）

570円（税込）

冷やし
ネバネバそば

　　冷やし
さっぱりうどん

柚子風味♪各500円（税込）

850円（税込）
冷やし中華

真夏のフレッシュ果実
かき氷（メロン・スイカ）

『ひまわりの会』

庄内砂丘のメロン・スイカ
好評販売中♪

農産物直売所

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は7/25（月）です
次回のサービスデーは7/26（火）です

11：00～14：30 16：00～19：30
（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）
とりみ亭

とりみ亭 夏期延長営業のお知らせ
7/16(土)、7/17(日)、8/6(土)、
8/13（土）、8/14（日）、8/15(月)
の日程にて夜の営業時間を延長!!
ラストオーダー　19:00→20:00
閉館　　　　　　19:30→20:30 大好評販売中!!大好評販売中!!

冷やしラーメン
（６２０円）

夏の準備はバッチリあぽん西浜
7/16より砂落とし用のシャワーも準備致します。
また、浴室タイルのスベリ止めの為の特殊加工も完
了致しました。皆様のご来館をお待ち致しております。

大平山荘 鹿公園オープン!!
売店にて鹿せんべい（100円）販売してます

鳥海
温泉

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2‒76
☎0234‒77‒3711

送迎のご希望のお客様はご相談くださいませ。
こちらの期間は宴会場でのご案内となります。
ご利用時間は10：00～15：00までとなります。
２名様以上のご予約をお願い致します。

午前中は男性風呂清掃の為、入浴できません。
隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」を御利用くださいませ。

7月・8月の限定

納涼日帰りプラン

（税込）3,600円お一人様

休憩＆温泉＆食事付

フェイスタオル付き
（バスタオルは付いておりません。）

第28回 ゆざ町夕日まつり

●場所／遊楽里前ふれあい広場
　※荒天時はマルチドーム「ふれんどりぃ」で開催
●出演団体／那須プロモーション、遊め組、ハウオ

リフラガールズ、鳥海太鼓、遊佐高ソーラン部龍
信湊乱、エルヴィス・トキ＆ザ★クリッパーズ

　※会場では、軽食やビールを販売しています。
●問／遊楽里　☎77－3711
　　　道の駅ふらっと　☎71－7222

●場所／西浜海水浴場
　J-POP、懐メロ、アニメソングの音楽にのせて花

火が打ち上がります。
●出演／「遊ʼs」&元気王国（ダンス）、ハウオリフ

ラガールズ、鳥海太鼓ほか
　交通規制（午後₆時～₉時）
　デイリーヤマザキから海岸へ抜ける道は立入禁止です。
　駐車場は、誘導員の指示に従ってください。
　釜磯駐車場と会場間で無料シャトルバスを運行します。
　西浜橋工事中のため交通規制があります。
　※荒天時は₇月31日（日）に順延します。
●問／ NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

第１夜 夕日コンサート
７月23日（土） ７月30日（土）開場：午後５時

開始：午後６時～９時
午後６時45分～８時35分
（花火打ち上げ：午後７時45分～）

遊佐町民花火大会第２夜

西浜海水浴場・釜磯海水浴場・
十里塚海水浴場・西浜キャンプ場

７月30日（土）　午後６時15分～
十六羅漢岩・出羽二見ライトアップ

7月15日（金）～8月17日（水）　午後6時～午後9時

第26回 十六羅漢まつり



お し ら せ 号
（2）

めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

　町では、ふるさと納税を行った個人に対して、記念
品を贈呈しています。記念品のリニューアルにあたり、
町の特産品を扱う事業所の皆さまからも広くご参加い
ただきたく、下記により募集します。
●参加できる事業所／次のいずれかに該当する事業所

①遊佐町内に本店または主たる事業拠点を有する事
業所または個人事業者等

②遊佐町に工場等を有し、当該町内工場等で生産した
商品を対象商品とする事業所または個人事業者等

③協力事業所で扱う商品が、遊佐町の特産品（原材
料を含む。）を使用しており、遊佐町を積極的に
広報できる事業所または個人事業者等

●対象商品の品目／次に掲げる対象商品
①価格2,500円相当の記念品
②価格5,000円相当の記念品
③価格10,000円相当の記念品
※ツアーや各種体験などのサービスも記念品として

取り扱います。上記以外の価格については、応募
に合わせて設定可能ですので、ご相談ください。

●申請方法／所定の申請書にご記入のうえ、下記申請
先まで提出してください。申請書は企画課まちづく
り支援係で用意しています。また、町ＨＰからダウ
ンロードすることもできます。

●申請期間／₇月15日（金）～₇月29日（金）
※₈月16日（火）に説明会を行います。新規に参入さ

れる方は、必ず出席してください。
●問・申請先／企画課まちづくり支援係　☎72－4524

●対象事業／
①　コミュニティ事業：広場・遊園地の整備、遊具・水車・表示板・掲示板の設置、イルミネーションや

小型除雪機などの地域環境や景観の維持・増進に資する機械等の購入等
②　郷土文化・芸能の保存事業：郷土芸能（衣裳・備品）、民俗行事の保存、はんてん、みこし、舞台、

やぐら、太鼓、山車等の製作
③　特産品の開発事業（材料は除く）：独創的な特産品の調査、試作及び開発、加工所の建設、特産品開発

のための研修視察（旅費を含む）
④　イベントの開催事業：まつり、コンサート、漫才、落語会、町民全体のスポーツ大会等（謝金、賞品代、

印刷製本費、会場使用料、備品の購入）
⑤　研修、調査研究事業：地域づくり研修会、シンポジウム、文化講演会、自然体験学習等（講師謝金、

印刷製本費、会場使用料）
●助成する金額／

　助成対象事業費の₂分の₁以内とし、助成金額の最高額は70万円。最低額は₅万円です。ただし、公民館
の新築については最高150万円、改修については対象事業費の100分の15以内で、限度額は30万円。また、公
共下水道接続にともなうトイレ改修などについては、対象事業費の₂分の₁以内で、限度額は50万円。特産
品の開発事業のうち旅費に相当するものについては、₃分の₁以内です。

●交付の決定／
　以前助成を受けた団体であっても、助成金の交付を受けることが可能となりました。ただし、以前交付を
受けたものと同じ種類の事業での交付は受けることができません。

●申込方法／
　所定の申請書を提出してください。申請用紙は、企画課まちづくり支援係にあります。また、ＨＰからダ
ウンロードすることもできます。

●申込み期限／₇月29日（金）
●問・申込み／企画課まちづくり支援係　☎72－4524

₆月30日までに寄託した団体・個人（敬称略）
●団体／遊佐町ゲートボール協会、遊佐中学校生徒会、

吹浦小学校児童会
●個人／匿名12名
●その他／各地区まちづくり支援センターと、遊佐町

役場に設置した募金箱

　義援金は、日本赤十字社山形県支部に送金し、熊本
地震災害被災地の復興のために使わせていただきます。
皆さまのご厚情に心より感謝申し上げます。

　義援金の募集は平成28年₆月30日までの予定でした
が、義援金の申し出が引き続き多数寄せられている現
状等から、平成29年₃月31日まで義援金の受付期間を
延長することとしました。ただし、募金箱の設置場所
は遊佐町役場のみとなっております。
　引き続きご協力くださいますよう、よろしくお願い
申し上げます。
●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎72－5884

ふるさと納税の返礼品を募集します！平成28年熊本地震災害義援金への
ご協力ありがとうございます

平成28年₆月30日までに　327,269 円
の義援金が集まりました。

遊佐の元気を
応援します

「きらきら遊佐マイタウン事業」
追加募集のお知らせ



お し ら せ 号
（3）

サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民係　☎72－5885

　皆様からの安心で安全な血液により、たくさんの命
が救われております。
　町内での今年度第₂回目の献血を実施します。
●期日／₇月31日（日）
●時間／午前₉時30分～11時30分
　　　　午後₁時～₃時30分
●会場／遊佐ショッピングセンターエルパ

※ゆざ健康マイレージポイントカード（当日会場で
発行可能）をお持ちの方が400ml献血にご協力頂
くと、₅ポイント貯まります。

※今年度の献血日程については、町ＨＰをご覧くだ
さい。

※受付でお申し出いただくと、骨髄バンクのドナー
登録を行うことができます。

●問／献血に関して…健康福祉課健康支援係
　　　　　　　　　　☎72－4111
　　　骨髄バンクに関して…庄内保健所医薬事担当
　　　　　　　　　　　　　☎0235－66－4738

●日時／₇月26日（火）　午前₉時30分～午後₈時
※午前₉時30分～正午はＢ型・Ｃ型ウイルス性肝炎

を含め、HIV検査、性器クラミジア検査も行います。
●場所／庄内総合支庁東庁舎（庄内保健所）２階
　健康相談室
●その他／検査は匿名・無料、事前予約が必要です。
●問／庄内総合支庁保健福祉環境部保健企画課
　　　☎0235－66－4920

　小中学校の夏休み中のスクールバスの運行につ
いては、下記時刻のみとなります。確認のうえ、
ご利用ください。
●期間／₇月27日（水）～₈月17日（水）
　　　　（₈月12日～14日の₃日間は全便運休）
●運行時刻／朝₇時便及び昼12時便
　　　　　　　（稲川線は運行しません。）

※詳細な運行時刻については、₃月₁日広報折
込の時刻表をご覧ください。町ＨＰにも掲載
しております。

　　なお、₈月18日以降は通常運行に戻ります。
●問／教育課総務学事係　☎72－5891

　ジカウイルス感染症（ジカ熱）やデング熱の原因となるウイルスは、それらに感染した人の血を吸った蚊（日
本ではヒトスジシマカ）の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うことで感染を広げていきます。感染し
てもすべての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出るといった症状が₁週間ほ
ど続きます。
　ジカ熱は妊婦が感染すると小頭症などの先天性障害を持った子供が生まれたり、デング熱では出血を伴うデ
ング出血熱となり重症化する可能性があります。
　潜伏期間は₂～12日（多くは₂～₇日）といわれています。

※ヒトスジシマカ：背中に₁本の白い線とＷ字状の模様がある4.5㎜ほどの蚊で、₅月中旬から10月下旬こ
ろまで活動します。雑木林や竹林などで繁殖し、主に藪・墓地・公園などにみられます。
特に日中に活発に吸血します。

《 対策 》
１．蚊をできるだけ発生させない

ヒトスジシマカの発生を防ぐためには、小さな水たまりを作らないことが大切です。
・外に置いてある空き缶やびん・ペットボトル
・雨ざらしの子どものおもちゃ
・外の植木鉢の皿、古タイヤ、バケツ、じょうろなど
雨が降った後に水たまりができるところがないか、注意することが大切です。
おもちゃなどは屋内に片付けましょう。

２．蚊にさされない･･･下記の習慣を身につけることが大切です。
・やぶなどの蚊がいそうな場所に行くときは、肌を露出せず、長袖、
　長ズボンを着用する。
・裸足でのサンダル履きを避ける
・虫除けスプレーを使用するなど　　　　●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

ゆざ健康マイレージ対象事業
献血にご協力ください

「肝臓週間」における肝炎ウイルス
終日検査（血液検査）のお知らせ

ジカ熱・デング熱の対策



お し ら せ 号
（4）

町民駅利用促進／JRの切符・定期券は遊佐駅で購入しましょう。　●問／産業課産業創造係　☎72－4522

　₈月₁日（月）は固定資産税、国民健康保険税、介護
保険料、後期高齢者医療保険料の納期です。
　通知書の発送は₇月15日を予定しておりますので、
内容ご確認のうえ、口座残高の確認、納め忘れのない
ようにお願いします。
●納期／₈月₁日（月）
　　　　固定資産税　　　　　　　₂期
　　　　国民健康保険税　　　　　₁期
　　　　介護保険料　　　　　　　₁期
　　　　後期高齢者医療保険料　　₁期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　企業が「自社で働く魅力・おもしろさ」を、フリー
タイムとプレゼンで伝えます。出展する地域の中小企
業の方・山形で働くことに興味がある来場者ともに「ス
ーツを着ない」というフランクな雰囲気の中で対話す
ることで、お互いの理解を深めます。
●日時／₈月12日（金）　午後₀時30分～₅時
●場所／鶴岡市総合保健福祉センター にこふる ₃Ｆ
●出展企業／15社
●参加者／100人
●問・申込み／株式会社キャリアクリエイト
　　　　　　　☎023－641－8907　FAX 023－641－8902

＊上記の受験資格のほか、住所要件として、平成28年₇月₁日現在で遊佐町に住所を有する者、または、就学
等のため遊佐町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有する者。性別不問。 

●申込み方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、役場総務課に提出してください（郵送可）。
●申込み用紙の請求／・申込書は総務課総務係で配布します。

・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員試験申込書請求」と朱書きし、120円分の
切手を貼った宛先（住所・氏名・郵便番号）明記の返信用封筒（角型₂号）を同封し
てください。

・遊佐町役場ＨＰ（http://town.yuza.yamagata.jp/）からもダウンロードできます。
●申込み期間／₇月19日（火）～₈月12日（金）（当日消印有効）
●採用試験／【１次試験】教養試験（上級：大学卒業程度）
　　　　　　 ・専門試験は実施しません
　　　　　　 ・試験日／₉月18日（日）（合格発表10月中旬）
　　　　　　 ・場所／庄内町役場西庁舎
　　　　　　【２次試験】作文試験・面接試験
　　　　　　 ・試験日／10月下旬（合格発表11月上旬）
●問・申込み先／総務課総務係　☎72－5880　〒999－8301 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

　平成19年度から導入されている「やまがた緑環境税」
を活用し、荒廃の恐れのある森林の整備等を行ってき
ました。「やまがた緑環境税」のこれまでの活用事業
の実績や、今後の方向性についての説明会を開催しま
す。申込みは不要ですので、ぜひご参加ください。
●日時／₇月23日（土）　午前10時～11時30分
●場所／庄内総合支庁　講堂
●問／庄内総合支庁森林整備課　☎0235－66－5524

　平成30年度固定資産税の評価替に向け、標準宅地の
利用状況および道路幅員などについて、身分証明書を
携帯した調査員が現地調査を行います。なお調査地に
よっては、敷地内に立ち入りする場合や、敷地の形状
確認のために写真撮影を行う場合がありますので、ご
理解とご協力をお願いします。
●調査期間／₇月中旬～平成29年₃月下旬
●調査員／有限会社植松不動産鑑定事務所　☎23－1260
　　　　　月田不動産鑑定事務所　　☎023－631－5390
●問／町民課課税係　☎72－5412

町税等納期のお知らせスーツを着ない！ＵＩターン人材と
企業のマッチングフェア

「やまがた緑環境税」県民説明会 固定資産税評価替えのための
現地調査にご協力ください

職種 採用予定人員 受験資格

上級 行政 若干名
昭和６２年₄月₂日から平成₇年₄月₁日までに生まれた者で、大学を卒業した者、
または、平成２９年₃月３１日までに卒業見込みの者
※大学とは、学校教育法による大学（短期大学を除く。）をいう。

遊佐町職員採用資格試験
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早起き・朝ごはん・躍動・早寝運動をすすめよう！　●問／教育課社会教育係　☎72－2236

●日時／₇月25日（月）　開演午後₇時
　　　　（開場午後₆時30分）
●会場／遊佐町生涯学習センターホール
●料金／一　　般 2,000円（当日2,500円）
　　　　小中高生 1,000円（当日1,500円）　全席自由
●チケット取扱所／
　【遊佐町】　生涯学習センター、町立図書館、
　　　　　　各まちづくりセンター、ブックスほんま
　【酒田市】　みずほ八文字屋、マリーン₅清水屋、
　　　　　　喫茶さざんか
※無料託児所を開設しますので事前にお申込みくださ

い。
●問／教育課社会教育係　☎72－2236

●日時／₇月31日（日）　午前₈時（集合）～正午
●場所／米子漁港（鶴岡市温海字温海）
●対象／小学生以上の子どもとその保護者30組
　　　　（初心者可）
●内容／庄内浜の魚類・釣り文化の紹介
　　　　全国豊かな海づくり大会の紹介
　　　　親子での海釣り
●持ち物／釣竿等道具類一式
●費用／₁組500円
●申込み／₇月₈日（金）～₇月22日（金）
　　　　　（土日、祝日を除く）
●問／庄内総合支庁水産振興課　☎24－6045

　庄内空港発着羽田行をご利用の、₂名様での同一行
程の旅行について、6,000円分のクオカードを助成し
ます。（₃名様以上の場合は、3,000円／人を加算）
●搭乗期間／₇月15日（金）～10月29日（土）
●空路／往路：庄内→羽田、復路：羽田→庄内
●申込み方法／詳しくは遊佐鳥海観光協会のＨＰで

ご確認ください。
●問／庄内空港利用振興協議会事務局
　　　☎0235－66－5689
　　　企画課企画係　☎72－4523

　修験者が伝え農民が守り続けた杉沢比山。環鳥海の
代表的な民俗芸能を堪能ください。
●日時／₈月₆日（土）　午後₄時遊佐駅集合、
　　　　　　　　　　　午後₉時解散予定
●内容／大物忌神社蕨岡口之宮見学、夕食、
　　　　「杉沢比山　番楽」〔仕組現地公演鑑賞〕
　※天候により内容を一部変更する場合がございます。
●参加費／一人3,000円（バス代、夕食、ガイド、保

険料含む）
●募集人数／30人（最少催行人数15人）
　※定員になり次第締切
●申込み締切／₇月29日（金）
●問・申込み／ NPO法人遊佐鳥海観光協会
　　　　　　　☎72－5666

●日時／₇月30日（土）
●場所／西浜海水浴場
●対象／一般の方ならどなたでも
　　　　（₂名₁組でお申込みください）
　　　　※未成年の方はご遠慮ください
●定員／限定₅組
　　　　※応募多数の場合は抽選となります

（当選者は遊佐鳥海観光協会のＨＰにてお知
らせいたします）

●料金／無料
●特典／・ドリンク・フード　₂人分

・会場前面に₂人のプレミアムシートをご用
意いたします

●申込み締切／₇月25日（月）
●問・申込み／ NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

　障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の製
品を販売します。
●日時／₇月21日（木）　午前11時30分～午後１時
●場所／役場正面玄関ホール
●参加する事業所と販売する製品等（予定）／

●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎72－5884

●日時／₈月14日（日）　午後₆時～午後₈時30分
※雨天中止。中止の場合、午後₂時頃に防災無線と

商工会HPで周知します。
●場所／グリーンストア～旧きらやか銀行（車両通行止）

・参加団体を募集します（₇月22日（金）まで） 
・出店者を募集します（出店料なし、₇月22日（金）

まで）
●問／遊佐町商工会　☎72－4422

第47回 町民盆踊り大会の
お知らせ

ハンガリーカンテムス少女合唱団
遊佐町公演

全国豊かな海づくり大会～やまがた～記念行事
夏休み親子海釣り大会

庄内空港開港25周年記念
6,000円助成キャンペーン

国指定重要無形民俗文化財
「杉沢比山　仕組」バスツアー

遊佐町民花火大会
「プレミアムシート」予約のご案内

障がい者を支援する事業所の
製品販売会のお知らせ

参加事業所 販売する製品
ＮＰＯ法人
わいわい・かんとりー

鉢植え、陶芸作品（豆皿、小物、茶
わん等）、さをり製品、エコたわし、
清涼飲料水　

多機能型事業所
ゆうとぴい

刺し子のふきん、手すき紙のメッセ
ージカード、手すき紙のミニミニバ
ッグ（ポプリ付き）、写真立て

障がい福祉サービス事業所
たぶの木 シフォンケーキ、プリン、クッキー



お し ら せ 号
（6）

広
告

広
告

新盆の御注文承ります新盆の御注文承ります新盆の御注文承ります新盆の御注文承ります

は な み ず きは な み ずは な み ず き

☎72‒4187
お気軽にお問合せください

折パック
オードブル
生寿司　　等

3,000円～
夏
期
講習

5教科を総復習!
苦手をなくそう！

～7/19
早割特典
あり

7/26スタート

後藤総合学園遊佐教室
☎24‒4044

中１～中３
小１～小６ 受付中!

光月堂さん向かい

事務局

めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

　酒田市と県が行なう、酒田港の土地利用計画にあわ
せた臨港地区の都市計画の変更について、説明会を開
催します。どなたでも参加できますので、会場におい
でください。また公聴会も開催する予定です。
【説明会】
●日時／₈月₄日（木）　午後₇時～
●場所／酒田市総合文化センター₄階会議室
【公聴会】
　公聴会で意見を述べたい方は、₈月12日（金）まで酒
田市役所₅階都市デザイン課または庄内総合支庁₄階
道路計画課に備え付けの公述申し出書を提出してくだ
さい。なお、公述の申し出がない時は、公聴会は開催
しません。
●日時／₈月17日（水）　午後₂時～
●場所／庄内総合支庁（三川町）32号会議室

　公聴会の傍聴を希望する皆様は、当日会場へおい
でください。開催の有無は山形県都市計画課のＨＰ
をご覧いただくか、問合せ先に確認してください。

●問／酒田市都市デザイン課都市計画係　☎26－5746
　　　庄内総合支庁道路計画課　☎0235－66－5646
　　　地域生活課管理係　☎72－5883

●日時／₇月28日（木）　午後₄時30分～₇時30分
●場所／吹浦荘玄関前（雨天時：体育館）
●内容／模擬店、アトラクション、盆踊りなど
●共催／吹浦荘保護者会
●問／吹浦荘　担当　阿部隆　☎76－2516

　山形県では、「女性の活躍推進」や「仕事と家庭の
両立支援」などに積極的に取り組む企業を「山形いき
いき子育て応援企業」として登録・認定し、広くPR
するとともに、奨励金交付などの支援を行っておりま
す。現在、ご登録いただける企業を募集しております

（平成28年₃月末現在　登録企業数653社）。
※応募要件、応募方法、支援措置等詳細は県ＨＰをご

覧ください。
http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/danjo/
kigyo/8010003h28work_of_bosyu.html

●問／山形県子育て推進部若者支援・男女共同参画課
　　　☎023－630－2101

　売出し期間中、町内の夏の市参加店で専用カードを
配布し、お買物500円毎に₁個のスタンプを押します。
スタンプ10個集めて₁回抽選ができます。
●売出し期間／₈月₆日（土）～₈月15日（月）（10日間）
●抽選日時／₈月14日（日）～15日（月）
　　　　　　午前₉時30分～午後₅時
●抽選会場／ゆざっとプラザ（ＪＲ遊佐駅）１階、
　　　　　　ショッピングセンターエルパ

・景品として、「特等」暮らし応援！家電製品、「₁
等」自転車ほか商品券や「商店賞」などを準備し
ています。空くじなし。

・夏の市参加店や景品についての詳しい内容は、₈
月₄日新聞折込みのチラシをご覧ください。

●問／遊佐町商工会　☎72－4422

臨港地区の都市計画変更に関する
説明会を開催します吹浦荘夏祭り

山形いきいき子育て応援企業の募集

「ゆざ夏の市」開催のお知らせ
～お盆のお買物でスタンプを集めて、抽選会に参加しよう！～

光ケ丘公園

日和山公園

酒田北港

酒田港

編入

編入

用途地域の変更

削除

編入

用途地域の変更

総合文化センター

北港緑地
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念珠ブレスレット手づくり教室念珠ブレスレット手づくり教室

検 索傳兵ヱ会館

自分だけのオリジナルブレスレットつくりを
体験してみませんか？

自分だけのオリジナルブレスレットつくりを
体験してみませんか？

酒田市東両羽町7－8
TEL 21－2424　FAX 24－0983

日　時　平成28年　７月24日（日）
　　　　　　　　　８月24日（水）
　　　　　　　　　９月 ５日（月）
　　　　午前９時30分　開場
　　　　（午前10時～12時30分まで）
場　所　傳兵ヱ会館（遊佐店）
参加費　お一人様　1,000円（税込）
　　　　（参加費は材料代として）
定　員　約15名

ホームページからも確認できます

とっても楽しい時間が過ごせます

お問合わせ・お申込み先
でん かい かんべ え

サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民係　☎72－5885

●日時／₇月23日（土）
　　　　午前の部　午前₉時30分～11時30分
　　　　午後の部　午後₁時30分～₃時30分
●場所／山形県立庄内職業能力開発センター
●内容／金属技術科に関する概要説明および施設内見学
　　　　体験学習（₃次元CADによるモデリング）等
●対象者／入校希望者（中学・高校在校者、求職者）
●参加費／無料
●申込み／直接電話でお申込みください。
●問／山形県立庄内職業能力開発センター
　　　〒998－0102 酒田市京田₃丁目57番₄号
　　　☎31－2700　FAX：31－2710

　求職者の安定及び再就職の促進を図るため、生活や
住まい、就労に関するお悩みのご相談を受け付けます。
●日時／₇月28日（木）～30日（土）
　　　　午前10時～午後₅時
●相談方法／電話相談（時間内にお電話ください）
　　　　　　☎0800－800－7867（フリーダイヤル）
●相談費用／無料
●問・実施団体／山形県求職者総合支援センター
　（ハローワークプラザ内）　山形市双葉町１－２－３
　山形テルサ１階

●受付期間／₇月20日（水）～₈月16日（火）（必着）の午前₈時30分～午後₅時15分（土曜、日曜日および祝日
を除く）に、受験申込み書に必要事項を記入し、写真を受験申込み書と受験票に貼り、〒999-6711、酒田市
飛鳥字契約場30、酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 総務係に郵送または持参してください。

●試験日／第₁次試験　₉月18日（日）
　　　　　　場所　東北公益文科大学（飯森山三丁目）
　　　　　　科目　教養試験、適性検査
　　　　　第₂次試験　10月下旬に予定（１次試験合格者に通知）
　　　　　　科目　集団討論、個人面接、作文、体力測定
●受験申込み書／受験申込み書は、消防本部予防課 総務係、消防署各分署、遊佐町総務課にあります。また、

消防本部ＨＰからもダウンロードできます。
　　郵送を希望する場合は、宛先を明記し、120円切手を貼った角形２号（Ａ４判が折らずに入る大きさ）の

返信用封筒を同封して請求してください。
●問／酒田地区広域行政組合　消防本部予防課総務係　☎61－7119

県立庄内職業能力開発センター
「オープンキャンパス」のご案内求職者の生活・就労相談会

酒田地区広域行政組合消防職員採用試験
区分 職　種 採　　用

予定人員 受　　　験　　　資　　　格

大学卒業程度 消防Ａ ₅人程度

下記①または②どちらかの条件を満たす方
①　昭和62年₄月₂日から平成₇年₄月₁日までに生れた方
②　平成₇年₄月₂日以降に生れた方で、大学（短期大学を除く。）を卒業した方または

大学を平成29年₃月までに卒業見込みの方

高校卒業程度 消防Ｂ ₅人程度
・平成₇年₄月₂日から平成11年₄月₁日までに生れた方
　ただし、大学（短期大学を除く。）を卒業した方または大学を平成28年₃月までに卒業

見込みの方は受験できません。
　全区分共通
①　平成29年₄月₁日以降、酒田地区広域行政組合管内（酒田市、庄内町または遊佐町のいずれか）に居住できる方
②　視力は、矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、片方の眼でそれぞれ0.3以上あり、色覚は、赤色、青色および黄色の色

彩が識別できる方、また、聴力は左右とも正常で、心身共に健康な方
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町民駅利用促進／JRの切符・定期券は遊佐駅で購入しましょう。　●問／産業課産業創造係　☎72－4522

　1995年、箕輪のふ化場近く丸池様も牛渡川もすぐそ
こというところにある小山崎遺跡は、県営圃場整備事
業に伴う発掘調査のときに、ぬかるむ田んぼの下から
発見されました。鳥海山の水が真空パックするように、
縄文時代の栗の木杭や植物の種をありのままに保存し
ていました。実は、縄文人はベジタリアンともいえる
ほどに山菜や栗など植物をたくさん食べていたこと、
栽培もしていたことなどがわかってきました。
●日時／₈月₄日（木）　午前10時～11時45分
●場所／生涯学習センター₂階大会議室
●テーマ／「縄文人からの伝言を聴こう」
●講師／岡村道雄 氏（奥松島縄文村歴史資料館名誉

館長・元文化庁主任文化財調査官）
●問・申込み／₈月₁日（月）までに教育課文化係へ
　　　　　　　☎72－5892

　介護福祉士実務者研修施設等に在学し、介護福祉士
の資格取得をめざす学生を対象に、修学を支援すると
ともに山形県内で従事する質の高い介護福祉士の養成
・確保を目的とするものです。
●募集期間／

●申込み書等／申請書、添付書類、その他指定様式は
山形県福祉人材センターのＨＰからダウンロードで
きます。

　URL：http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/
●問・申込み／社会福祉法人山形県社会福祉協議会　

山形県福祉人材センター
　〒990－0021 山形市小白川町₂－₃－30
　☎023－633－7739

　心肺蘇生など応急手当に関する講習会を行います。
●日時／₉月₄日（日）　午前₉時30分～午後₀時30分
（₃時間）

●受付／同日₉時15分から
●場所／ひらたタウンセンター（集会室）
　　　　酒田市飛鳥字契約場35番地　☎52－3911
●対象／どなたでも
●定員／30名程度
●内容／心肺蘇生法と大出血時の止血法、学科と実技、

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方（講習終了
後、普通救命講習修了証を交付します。）

●講師／応急手当指導員
●費用／350円（教材費）
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●申込み／₈月19日（金）まで、申込み書を酒田地区広

域行政組合消防署☎23－3131、または最寄りの消防
署へ提出してください。
※申込み書は、酒田地区広域行政組合消防署ＨＰか

らダウンロードしていただくか、最寄りの消防署
にあります。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された退職金制度です。

平成28年₄月₁日から建退共の制度が一部変更に
なりました
₁．退職金の予定運用利回りが2.7％から3.0％に変

更されました
₂．退職金の不支給期間が掛金納付月数12月未満

に緩和されました
₃．被共済者による移動通算の申し出期間が₃年

以内にまで延長されました
₄．移動通算できる退職金額の上限が撤廃されま

した

●問／建退共山形支部
　　　☎023－632－8364　FAX 023－624－7391

●日時／₈月₉日（火） 午後₁時30分～10日（水） 午後
₁時30分（₁泊₂日）

●場所／県立農林大学校（新庄市）
●対象／県内中学校（全学年）約10名
●参加費／2,000円
●内容／農林業体験（収穫体験、森の観察等）など
●申込み／₈月₁日（月）までに、参加申込み用紙を郵

送またはFAXしてください。申込み用紙は下記農
林大学校HPからダウンロードできます。

　URL：http://ynodai.ac.jp/modules/bulletin/index.
php?page=article&storyid=121

●問／県立農林大学校教務学生担当　☎0233－22－1527
　FAX 0233－23－3119

ゆざ学公開講座　鳥海山の水が残した“小山崎遺跡”
「意外や意外！縄文人からの伝言を聴こう」

介護福祉士実務者研修受講資金
貸し付けのご案内

応急手当普通救命講習会の
お知らせ

知っていますか？建退共制度

農林業体験キャンプ参加者募集

募集期間 対　象

第₁期 平成28年
₇月29日（金）まで

平成28年₄月₁日～
₆月30日入学者

第₂期 平成28年
10月31日（月）まで

平成28年₇月₁日～
₉月30日入学者

第₃期 平成29年
₁月31日（火）まで

平成28年10月₁日～
12月31日入学者

第₄期 平成29年
₃月15日（水）まで

平成29年₁月₁日～
₃月31日入学者
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早起き・朝ごはん・躍動・早寝運動をすすめよう！　●問／教育課社会教育係　☎72－2236

　外出が困難な身体障がい者の方のご自宅などに訪問
し、パソコンに関してサポートするパソコンボランテ
ィア活動をしてみませんか？
●日時／₉月10日（土）、17日（土）、18日（日）、24日（土）
　　　　午前10時～午後４時
●場所／山形県身体障害者福祉会館
　　　　（山形市大字大森385番地）
●内容／障がい者への理解について、マウスを使わな

いパソコン操作の基礎、使いやすい設定、音声ブラ
ウザ・Web閲覧と電子メールの実技、パソコンボ
ランティアによる体験談、等

●定員／10名　※定員になり次第締切
●参加費／無料
●その他／講習内容及び会場が変更になる場合があり

ます。昼食、飲み物は各自でご用意ください。
●申込み／₈月26日（金）までに下記まで電話・メール

・FAXにてお申込みください。
●問／社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会
　　　☎023－686－3690　FAX 023－686－3723
　　　メール：y-sinsyokyo@orange.plala.or.jp

　東北財務局山形財務事務所では、オレオレ詐欺や架
空請求詐欺、スマートフォンによるインターネット・
トラブルなど金融犯罪被害防止のための出前講座を行
っています。地域サロンや各種団体の会合、学校や企
業などに講師を派遣し、地域に密着した身近な事例を
中心にお年寄りから若い方までわかりやすく説明して
います。講座は無料です。お気軽にお問合せください。
●受付電話／☎023－641－5201
●場所／山形市緑町₂－15－₃（山形工業高校東側）

山形財務事務所１階理財課
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　午前₈時30分～午後₅時15分
●問／山形財務事務所理財課　☎023－641－5178

●物件／宅地、建物等
●明細閲覧／₈月₄日（木）～10月₆日（木）
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部₁階閲覧室
●入札期間／₉月29日（木）～10月₆日（木）　午後₅時
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部１階執行官室
●問／山形地方裁判所酒田支部₁階書記官室執行係
　　　☎23－1246　HPアドレス http://bit.sikkou.jp/

　生活に関することなんでも（法律、多重債務、労働、
就労、家庭問題など）ご相談ください。
●日時／₇月28日（木）～30日（土）
　　　　午前10時～午後５時
●相談方法／電話相談（時間内にお電話ください）
　　　　　　☎0120－39－6029（フリーダイヤル）
●相談費用／無料
●問・実施団体／一般社団法人山形県労働福祉協議会
　山形市木の実町12－37　大手門パルズ４階

　解雇・雇止め、賃金カット、労働相談、残業、休暇
などのほか、いやがらせ、経営危機・倒産などによる
人員整理問題、労働災害など、労働に関わる相談につ
いて対応します。
●相談日時／₇月22日（金）　午前10時～午後₆時
●相談電話番号／☎24－5505
●相談方法／相談者が電話で相談をする方法です
●相談料／無料
●問／連合山形酒田飽海地域協議会　☎24－5505

【第51回山形県発明くふう展】
　生活を豊かにする創造的で、アイデアに富んだ作品
をお待ちしております。
●開催期間／10月21日（金）～10月23日（日）
　　　　　　午前10時～午後₄時
　　　　　　（最終日は午後₃時まで）
●展示会場／新庄市民プラザ　₂階ギャラリーほか
●申込み書締切／₉月16日（金）

【第13回山形県未来の科学の夢絵画展】
　科学技術の発展による快適な生活環境、人類の幸福
のために役立つ道具など「こんなのがあるといいな」
という思いを描いた作品をお待ちしております。
●開催期間／11月29日（火）午後₁時～12月₄日（日）

午後₅時
●展示会場／山形県産業科学館　₂階「フリースペース」
●締切／11月₂日（水）

●申込み等／発明くふう展・未来の科学の夢絵画展共
に、下記問合せ先のURLより詳細をご確認ください。

●問／一般社団法人山形県発明協会
　　　☎023－644－3316　FAX 023－644－3303
　　　URL：http://yamagata-i.sakura.ne.jp/

山形県パソコンボランティア
養成講座

「金融犯罪被害防止のための出前講座」
のご案内

不動産競売のお知らせ

生活なんでも相談ダイヤル

なんでも労働相談ダイヤル

「第51回 山形県発明くふう展」&
「第13回 山形県未来の科学の夢絵画展」

作品募集
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

がんばった人にマル

入札結果６月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎企画課
●鳥海山御浜公衆トイレ改築工事
期　間　平28／6／3～平28／10／31
契約者　なし

［入札参加者］庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所
●西遊佐まちづくりセンター用備品
期　間　平28／6／14～平28／7／20　契約金額　2,662,200円
契約者　両羽商事株式会社

［その他の入札参加者］株式会社大谷事務機、オビサン株式会社庄内支店、株
式会社善しょう、カメラのこんの、後藤家具店
◎産業課
●平成28年度遊佐町元町地区街路灯LED化工事
期　間　平28／6／13～平28／8／31　契約金額　3,888,000円
契約者　有限会社遊佐電気工事

［その他の入札参加者］株式会社三栄電機工業、荘内電気設備株式会社
●平成28年度あわび陸上養殖事業備品購入
期　間　平28／6／27～平28／8／30　契約金額　2,399,544円
契約者　東北企業株式会社酒田支店

［その他の入札参加者］共立株式会社庄内支店、株式会社宮本商店
◎地域生活課
●平成28年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事に伴う水道管布設替
　工事実施設計業務委託
期　間　平28／6／15～平28／12／15　契約金額　5,022,000円
契約者　株式会社新光コンサルタント庄内事務所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、新日本設計株式会社庄内営
業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所
●平成28年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事
期　間　平28／6／30～平28／10／20　契約金額　21,168,000円
契約者　株式会社斎藤工業

［その他の入札参加者］有限会社一道建設、伊藤建設株式会社、協栄建設株式
会社、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社
◎教育課
●藤崎小学校校地等整備工事
期　間　平28／6／23～平28／8／18　契約金額　6,804,000円
契約者　有限会社石山工業

［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
●高瀬小学校校地等整備工事
期　間　平28／6／29～平28／8／18　契約金額　5,184,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社

［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工業、有限会社菅原建設
◎健康福祉課
●吹浦保育園ユニットプール取替工事
期　間　平28／6／30～平28／7／15　契約金額　3,348,000円
契約者　有限会社石川工業

［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石山工業、金子建業
株式会社、有限会社菅原建設

○平成28年度少年少女卓球大会
　ホープスの部（５，６年）
　個人戦　第３位　加藤　涼　高瀬小学校６年生
○５月29日（日）
　第38回山形県道場少年剣道大会
　個人戦　小学生女子の部　第３位　鈴木　望愛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　神子免館道場
○６月10日（金）
　第５回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロック・ペア大会
　第１位
　　佐藤　良一（蕨岡支部）・佐藤　美津子（吹浦支部）
　第６位
　　成沢　政晴（高瀬支部）・阿部　さつ枝（高瀬支部）
○６月18日（土）・19日（日）
　第31回アテネシールド争奪サッカー大会
　（４年生以下）山形県U－10大会酒田地区予選
　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団
○６月18日（土）、19日（日）
　平成28年度飽海地区中学校体育連盟総合体育大会
　ソフトテニス競技
　男子
　団体の部　第２位　遊佐中学校男子ソフトテニス部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
　個人の部　第３位　加藤紫苑、藤枝将史ペア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
　女子
　団体の部　第２位　遊佐中学校女子ソフトテニス部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
　個人の部　第３位　尾形里菜、石川ひな子ペア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
○６月19日（日）・26日（日）
　第29回東北電力旗ミニバスケットボール大会
　酒田飽海地区予選会
　男子の部　優勝
　　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
　男子の部　第３位
　　吹浦男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
　女子の部　第２位
　　YUZA girlsミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
○平和の作文コンテスト
　優秀賞　遊佐中学校３年　大瀧　愛
　入　賞　遊佐中学校３年　菅原　萌
　　　　　　　同　上　　　大宮　舞美
※大会結果については、各競技団体より掲載依頼のあ

ったものについて掲載させていただいております。

社会福祉法人遊佐厚生会
職種・人数 管理栄養士（正規職員）

１名
看護員（正規職員）
１～２名　※夜勤なし

受 験 資 格
①満40歳まで
②管理栄養士の資格を
　有する方

①看護師または准看護
　師資格を有する方

給 与 待 遇 遊佐厚生会「職員給与支給規程」による
試験日・内容 8月20日（土）　面接

作文・面接　　応募者と話し合いの上、設定
採 用 予 定 平成28年10月1日（平成29年4月1日採用募集

については、別途掲載予定）
申込み締切 8月15日（月）　必着
交付・受付 遊佐厚生会事務局（月光園内）
提 出 書 類 ①受験申込み書　②法人専用履歴書　③有資格証明書 写し

（遊佐厚生会ＨＰからもダウンロード可）
問 遊佐厚生会事務局	

〒999-8523 遊佐町当山字上戸8-1 ☎72-5611

グループホーム燦燦・デイサービス燦燦
職 種 介護員
募 集 人 員 若干名
年 齢 59歳まで
勤 務 地 遊佐町遊佐字南大坪12番地１
給 与 月給 160,000円～200,000円　賞与 年２回

実務経験で基本給を決定します。

待 遇 内 容
雇用・労災・社会保険加入
夜勤手当　2,500円～4,000円
介護福祉士手当　10,000円
通勤費あり（上限10,000円まで）

資 格 初任者研修（ヘルパー２級）、介護福祉士
※資格のない方はご相談ください。

問 株式会社ＭＳＣ　酒田市新井田町15番21号
☎22－1038　FAX	22－1294

▪雇用の広場

　商工会青年部で発行している「遊佐町電話帳」につ
いて₅年ぶりに更新の時期を迎えており、掲載内容の
編集作業においては町民の皆様のご協力をいただいて
おります。
　平成24年₃月発行の電話帳から修正・追加・削除等
の希望がある場合は₈月末日までに商工会に連絡をお
願いします。
●問・連絡先／遊佐町商工会　☎72－4422

商工会青年部発行「遊佐町電話帳」が
新しくなります


